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カジノの是非を問う住民投票条例請求
193,193署名について
署名否決は横浜市民の民意を踏みにじる
私たちの暮らしはコロナ禍で一変しま
した。このコロナ禍で、世界のカジノ
は赤字に陥りリスク産業になりました。
それでも菅政権と林市長はカジノ政策
を見直すことをしません。カジノは横
浜の住民に大きな負の影響を及ぼす事
業で、誘致に反対です。
昨年１２月２３日「カジノの是非を決
める横浜市民の会」は林文子横浜市長
に対し、法定署名数の３倍を超える
１９３，１９３筆の横浜市民の署名を
提出し、カジノ誘致の是非を問う住民
投票実施を求める請求を行いました。
これに対し林市長は、住民投票実施は
「意義を見出しがたい」という政治家
としての見識が問われる意見を付し横
浜市議会に条例案を提出、それを受け、

愚行！

市議会自民党公明党は、１月６日から
８日という短期間で審議を終え、深い
議論も行わず、この条例案（署名）を
否決しました。
これは横浜市民の民意を踏みにじる行
為、民主主義の否定です。政治家とし
てあるまじき行為と断じざるを得ませ
ん。私たちはこの結果を胸に刻みなが
ら、横浜の価値と文化を壊すカジノ誘
致を止めるため引き続き行動してまい
ります。
カジノ誘致を止めるには、私たち政治
家だけではできません。皆さまの声が
必要です。
是非これからもカジノ問題に関心を
持っていただきご声援をお願い申し上
げます！

衆議院 議員三期 あおやぎ陽 一郎

https://aoyagy.net

緊急事態宣言発出
いのちとくらしを守るコロナ緊急対策を。
１月７日及び１３日、私が理事を務める議院

立憲民主党は新型コロナウイルス感染症の収

運営委員会で西村大臣より緊急事態宣言発出

束に向けて特別措置法の改正、まだまだ足り

について説明を受けました。
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言が遅きに失し感染拡大を招いています。ま

策の強化、持続化給付金・定額給付金の再支

た、解除の要件、対象地域と対象業種の選定

給を提案してまいります。

も曖昧です。これで本当に短期間に感染を抑

あおやぎ陽一郎事務所は、コロナでお困りの

え込めるのか疑問が残ります。短期集中で幅

方の相談をお受けしています。コロナ支援策
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ださい。
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テレワーク

・出勤者数の7 割削減を目指し、 テレワークや
時差出勤などを 事業者にお願い

施設の使用

・飲食店・カラオケなどへの 営業時間の短縮要請
（営業は〜２０時、酒類の提供は１１〜１９時）
・時短営業に応じた店舗には 一日６万円の協力金

イベント
などの開催

・収容率５０% で、一日５０００人上限

横浜市

神奈川県

国

コロナ支援策や
最新情報はこちらから

外出・移動

・不要不急の外出自粛の要請
・飲食による感染対策の為、特に２０時以降の
外出自粛の要請

※神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の詳細は、下記のURLからご確認ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin̲5th.html

あおやぎ陽 一郎 国会活動 報告
議院運営委員会理事として国会最前線で活動中！
あおやぎ陽一郎は衆議院議院運営委員会理事、 また党において今般設立された拉致問題対策
党国会対策副委員長として、国会の最前線で

本部の副本部長、カジノ問題対策本部の副本

活動しています。国会閉会中でも、新型コロ

部長にそれぞれ就任しました。党一丸となっ

ナウイルス対策、政府緊急事態宣言の聴取、

て大きな課題の解決に向けて取り組みを進め

安倍前総理の桜を見る会前夜祭での国会虚偽

ています。さらに、党神奈川県連の幹事長と

答弁の訂正、次期通常国会での会期・スケ

して、地域の課題であるコロナ対策、カジノ

ジュール設定・提出予定法案や条約のヒアリ

問題、県内の選挙と党勢の拡大に取り組んで

ング、予算案に対する質疑など様々な仕事に

います。緊張感をもって全力で仕事をしてま

対応しています。

いります。

■ 安倍前総理の桜を見る会前夜祭国会答弁訂正を聴取 ■ 議院運営委員会で質疑に立つ
(議院運営委員会 2020年12月25日)

(2020年11月6日)

■ 立憲民主党の国会対応とは。
「反対ばかり」はレッテル貼り！ 逃げる菅総理に対案を示し対峙する！！
第２０３改国会 立 憲 民 主 党
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給与支援金拡充法案
ひとり親世帯給付金支給法案
同一価値労働同一賃金法案
新型インフルエンザ特措法改正案
※いずれも
入管法改正案

※反対法案＝種苗法改正案

立国社共で提出

■ 科学技術イノベーション議員連盟 会長

■ 党カジノ問題対策本部 副本部長

（2020年11月 iU情報経営イノベーション専門職大学視察）

（2021年1月 第一回会合）

政策の対立軸を示し、国民の選択肢となる。
立憲民主党は、国民のいのちとくらし、

あおやぎ陽一郎 立憲民主党と自民党・公明党（維新）の対立軸
あおやぎ陽一郎 立憲民主党

自民党・公明党（維新）

経済を守ることを政治理念、政策の基軸

支えあい・持続可能な共生社会

自助・自己責任社会

に据えて、このコロナ禍の時代を国民と

分散・分権型社会

中央集権 官邸主導

共に乗り越えていきます。
菅自民党・公明党政権との対立軸とウィ
ズコロナ・ポストコロナにおける政策を
示し、国民の新たな選択肢となるようそ
の実現に向けて取り組みを一歩一歩進め
てまいります。

ステークホルダー資本主義（公益資本主義）
命・暮らし・人への投資
（格差を是正し所得と消費を
喚起するボトムアップ経済政策）
「ベーシックサービス（教育・
医療・介護・子育て）の直接給付」

株主・大企業・外資重視
(アベノミクスの継承、
トリクルダウンによる格差の拡大)

消費減税 累進課税の適正化
逆進性緩和 所得再分配機能強化

消費税依存
複数税率（軽減税率）重視

脱原発・再生可能エネルギー

原発依存・原発ベースロード電源

横浜にカジノ誘致反対

横浜にカジノ誘致賛成（維新）

公文書管理を重視

公文書管理を軽視

現実的な外交安全保障政策・
戦略的国際協調主義

集団的自衛権行使容認・
敵基地攻撃の検討

地元団体も参加！ベトナムフェスティバル2020
11月7日8日、
代々木公園で開催。
青柳陽一郎が実行委員長を務めるベトナムフェス

さまにご参加いただきました。心から御礼申し上

ティバル。２０２０年はコロナウイルス対策を施

げます。

し、新しいスタイルのフェスティバルを実現。

これからもこの取り組みを繋ぎ、日越関係の発展

私の地元からも藤塚太鼓、YU-KIDS（ダンスチー

に尽くしていきたいと思います。

ム）、石田太志(フットバック)をはじめ多くの皆

公式HP

藤塚太
太鼓
鼓

https://www.vietnamfes.net

YU-KIDS（ダンスチーム）

石田太志(フットバック)

最新情報発信中！あおやぎ陽一郎インフォメーション
公式HP

https://aoyagy.net

note「あおヤギさんからの手紙」
https://note.com/aoyagy

あおやぎ陽一郎 公式 動画チャンネル

検索

コロナウイルス支援策 あおやぎ陽一郎の活動 最新情報はSNSで！
あおやぎ陽一郎事務所は、コロナ相談窓口として開放しています。何でもお気軽にご相談ください！
お問い合わせは、あおやぎ陽一郎事務所まで（TEL：045-334-4110 E-Mail：info@aoyagy.net）

あおやぎ陽一郎 を応援してください！
「ボランティア」
「 ポスター掲示場所」募集中！！
あおやぎ陽一郎の政治活動には、皆さまのご支援とご協力が
必要です。
どうかお力を貸してください。応援よろしくお願いします！
お問い合わせお申込みは、あおやぎ陽一郎事務所まで。
AED設置

プロフィール

家族 妻一男一女
神奈川６区(保土ケ谷区・旭区)選出
● 衆議院議院運営委員会理事
● 党国会対策委員会副委員長
党神奈川県連幹事長
● ベトナムフェスティバル事務総長 チャイナフェスティバル事務総長

ポスター掲示
場所のご提供

● １９６９年８月２９日生まれ
（５１歳）

● 元国務大臣政策秘書

● 衆議院議員三期

● 横浜市立常盤台小学校

あおやぎ
陽一郎
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所

〒100-8982 東京都 千代田区 永田町 2-1-2
衆議院第２議員会館 1013 号室
T E L：03 -3508 -7245 FAX：03 -3508 -3515

コミュニティカフェ

NPO法人役員 社団法人役員
保土ケ谷中学校卒業
● 日本大学高校
日本大学法学部卒業
● 早稲田大学大学院公共経営研究科修了
メールで のお問 い合わせ

横

浜

事

務

所

i n f o @ a oy a g y. n e t

〒240-0003 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 天王町 1-9-5
第７瀬戸ビル 1F
T E L：045 -334 - 4110 FAX：045 -334 - 4113

